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第1503回例会19年10月15日(月) 
 海南商工会議所   12：30～ 

 

１．開会点鐘           
２．ロータリーソング      「四つのテスト」 
３．ビジター紹介 

高野山ＲＣ    亀岡 弘昭 様 
４．出席報告  

会員総数69名 出席者数48名 出席免除会員1名 

  出席率 70.59％ 前回修正出席率 80.88％ 

 

６．会長スピーチ       会長 山名 正一 
みなさん、今日は！昨日、

WCS の視察でフィリピン・セ

ブ島から帰ってまいりまし

た。視察には、林君、新垣君、

花田君、阪口君、寺下君、御

坊東 RC の雑賀さんの８名が

参加しました。当クラブが支

援したフィリピン・マンダウ

エ RCを中心に第 2860 地区の

各クラブの WCS 事業をきめ細かく見てまいりました。

WCS につきましては、来年の５月に地区の海外視察で

セブ島を訪問することになっておりますので、訪問先

の各クラブも熱心に説明してくれました。視察では、

貧困にあえぐ住民に対する医療支援、環境・水問題、

教育支援などで、病院や学校、スラム街を廻り、支援

の必要性を改めて痛感いたしました。 

詳しい報告は、追って卓話で報告していただきます

が、皆さんのご協力をお願いします。 

 

７．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 
 那智勝浦ＲＣ 
  10 月 18 日（木）→10 月 18 日（木）12:30～ 
       「いなほ作業所」職場訪問のため 
 有田ＲＣ 
  10 月 18 日（木）→10 月 18 日（木）「愛宕

あ た ご

苑
えん

」 
         有田市港町 社会福祉法人晧会 
          特別擁護老人ホーム 

（ローテーションデーにつき） 

 橋本紀ノ川ＲＣ 
  10 月 23 日（火）→10 月 21 日（日）17:30～ 

奈良県西吉野「さえき」 
松茸家族例会 

 有田 2000ＲＣ 
  10 月 24 日（水）→10 月 24 日（水）18:30～ 

ピーコック（通常例会） 
トークランドボウル（ボウリング） 

スポーツ例会 
 和歌山北ＲＣ 
  10 月 29 日（月）→10 月 27 日（土）18:00～ 

玉造温泉：ホテル玉泉 神話苑 
（親睦家族会・１泊例会） 

  11 月 12 日（月）→11 月 15 日（木）18:30～ 
和歌山東急イン（和歌山東ＲＣと合同例会） 

ガバナー公式訪問 
 和歌山西ＲＣ 
  11 月 7 日（水）→11 月 7 日（水）18:30～ 

“アンシエーヌ”和歌山市向 152-4 
 岩出ＲＣ 
  11 月 8 日（木）→11 月 8 日（木） 

 貴志川高校（出張授業例会） 
  11 月 15 日（木）→11 月 17 日（土） 

 ＩＭ４組 
  11 月 22 日（木）→11 月 24 日（土） 

 ロイヤルパインズホテル 
（22 周年家族例会） 

  11 月 29 日（木）→11 月 29 日（木） 
粉河ふるさとセンター 
（ガバナー公式訪問） 

○休会のお知らせ 
 新宮ＲＣ     10 月 17 日（水） 
 
８．会員卓話 

米山記念奨学会委員会 新垣 勝委員長 

10 月は「職業奉仕・米山月

間」です。毎年の寄付のお願い

で申し訳ありませんが、趣旨を

ご理解のうえ、ご協力をお願い

します。 

米山奨学事業は、日本最初の
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献した実業家米山梅吉氏の功績を記念して発足しま

した。1952 年に東京ロータリー･クラブで始められた

この事業は、やがて日本の全クラブの共同事業に発展

し、1967 年、文部省（現在の文部科学省）の許可を

得て、財団法人ロータリー米山記念奨学会となりまし

た。 

ロータリー米山記念

奨学会は、将来母国と日

本との懸け橋となって

国際社会で活躍する優

秀な留学生を奨学する

ことを目的としていま

す。優秀とは「（1）学業」

に対する熱意や優秀性はもちろんのこと、「（2）異文

化理解 （3）コミュニケーション能力」への意欲や

能力に優れている点が含まれます。 

ロータリー米山奨学生は、ロータリー・クラブを通

して日本の文化、習慣などに触れ、社会参加と社会貢

献の意識を育て、将来ロータリーの理想とする国際平

和の創造と維持に貢献する人となることが期待され

ます。 

日本には約 2,300 のロータリー・クラブがあり、そ

のうち 1つのクラブが、1人の奨学生の「世話クラブ」

となります。米山奨学生は世話クラブの例会に月に一

度出席し、ロータリー会員と積極的に交流して国際交

流・相互理解を深めるとともに、ロータリーの奉仕の

心を学びます。 

皆さんのご協力をお願いします。 

 

９．次回例会 

第 1504 回例会 平成 19 年 10 月 22 日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４Ｆ 
 

10．閉会点鐘 

 

 

 

 

中尾享平君  この度は皆様に大変お世話になりま

した。 

新垣 勝君  久し振りに前でスピーチを。 

大谷 徹君  先日、竹村健一先生の話しを、辻秀輝

先生の紹介で開けたいへん参考にな

りました。辻 秀輝先生にお世話にな

りありがとうございました。 

深谷政男君  セブ島では寺下さんはじめ同行の皆

様にお世話になりました。 

山名正一君  ＷＣＳ フィリピン訪問、無事終えま

した。 

寺下 卓君  ＷＣＳフィリピンセブの視察、無事に

行ってこれました。皆様おつかれさま

でした。ありがとうございます。 

岸 友子君  オージー会の皆様、花田さん、林さん、

Happy Birthday ありがとうござい

ました。 

吉田昌生君  妻の仕上げの 50 日祭も無事済みまし

た。長い間失礼しましたが、これから

はずっと出席しますのでよろしくお

つきあい下さい。 

亀岡弘昭様  今日も、お世話になります。 

 

 
 
 
 
 
 
それでも経口ポリオワクチンは、 

ポリオ撲滅への手段 
世界保健機関（ＷＨＯ）の専門家によると、北ナイ

ジェリアでのワクチンによるポリオが発症したのは、

経口ワクチンに使われる毒性を弱めたウイルスが突

然変異により子ど

もたちに感染し、ま

ひを起こさせると

いう極めてごくま

れなケースです。今

回のような発症は、

免疫をもつ子ども

たちの割合が低く、

衛生的でない地域

で起こりやすいと

いわれています。 
「このまん延は、ナ

イジェリアのこの

地域でのワクチン

投与の低さを表し

ています」と話すの

は、WHO 感染症局長のデビッド・ヘイマン博士です。

彼は、感染した子どものうち、60 人は免疫がまるで

なかったか、きちんとワクチンが作用していなかった

と指摘しています。また、ロータリー財団管理委員長

であり、国際ポリオ・プラス委員長であるロバートＳ.
スコット氏は、このように話しています。「唯一の解

決策は、ナイジェリアのすべての子どもたちに免疫を

もたせるよう活動を広めていくことです。 
ワクチンの安全性に疑問を感じ、子どもをワクチンを

投与する場所へ連れて行かない親がいたら残念なこ

とです。経口ワクチンは、野生ポリオウイルスという

私たちにとって本当の敵に対する最も効果的な武器

なのです」 
ＷＨＯによると、腸の中で高い免疫力をすばやくもた

らし、熱帯地方の途上国でのポリオの感染に歯止めを

きかせるのは、経口ワクチンだけです。ナイジェリア

は、野生ポリオウイルスが残る 4 か国のうちの 1 つで

す。 
2006 年 8 月に発症が確認されてから、4 回の大規模

な免疫キャンペーンが行われましたが、今後も実施さ

れる予定です。 

会報・ＩＴ委員会 委員長 塩崎 博司 副委員長 大谷 徹 小椋 孝一 上田 善計 寺下  卓 山田 耕造  的場 賢美


